
１ 茨城県における普及活動の概要 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 近年の普及活動の現場における技術課題を見ると，高品質生産方法の確立やブランド化の推進，省

力・安定生産を図るための新技術の確立および環境負荷低減を図る生産方式の確立など，より高度で

複雑化した技術体系の確立・普及が必要とされている。一方，平成４年度の生物工学研究所の発足以

来，新品種の育成が進められてきたが，品種特性を十分に発揮させ，産地の発展や経営の安定化に寄

与するためには，品種の適応性を的確に判断すると同時に販売戦略を見据えた栽培方法の確立が必須

である。 

 本県では，これらの課題に効率的に取り組み，成果（品種）の迅速な普及定着を促進するために，

専門技術指導員をチーム長とし試験研究機関の研究員や各地域の農業改良普及センター職員などを構

成員とする「技術体系化チーム」（平成16年～）と「新品種育成普及促進チーム」（平成21年～）を

設置し，チーム活動を推進してきた。いずれも，専門技術指導員や研究員が生産現場に出向き，普及

指導員と連携しながら，現地で技術確立に取り組むとともに，生産者や生産組織の指導・支援を行う

ことに特色がある。 

 

２ 活動内容と結果 

（１）技術体系化チーム 

ア 取組状況 

地域に密着した試験研究の推進・研究成果のより迅速な普及定着を目的に，平成 16 年度に設置さ

れた。取組を進める課題は，地域の重要課題の中から選定している。 

 表１に，本チームにおいて，平成２６年度までに取り組んだ（取組中も含む）課題名と主な体系化

技術の活用状況を示す。これまでに取組を進めた課題数は３０課題であるが，これを対象作目別にみ

ると，普通作９課題，野菜１０課題，果樹５課題，花き２課題，畜産３課題および直売所支援を行う

アグリビジネス１課題であった。 

 分野別にみると，①高品質化・ブランド化技術が１５課題と半数を占め，②水稲直播栽培など省力・

安定生産技術が６課題，③IPM技術（総合防除法）確立など環境負荷低減技術が６課題となっており，

他に④飼料用稲給与・放牧に関する技術が３課題であった。 

 

イ 現在までの主な成果 

〇高品質化・ブランド化技術 

 行方地域カンショの良食味化技術については，主力品種の「ベニアスマ」ではデンプン含量の高い

いもは貯蔵期間が長いほど食味が安定するという研究結果（農研）に基づき，各圃場のデンプン含量

に応じて最適な時期に出荷する技術（182ha）を確立した。さらに，「ベニアズマ」とは食味特性の異

なる「べにまさり」の栽培技術（129ha）と早掘り栽培に適した「べにはるか」の栽培技術（136ha）

の開発を進め，同地域におけるカンショ周年安定良食味出荷技術を確立した。 

 坂東地域のネギと笠間地域のクリのマーケティング強化については，外部コンサルタントの支援の

もと市場調査や消費者調査結果をもとに，ネギ新ブランド「名人ねぎ」・「艶々ねぎ」・「短葉ねぎ」を

作出・導入し（計 26ha），クリでは貯蔵により糖度を高めた大粒の「極み」をはじめとした貯蔵栗や

焼き栗を提案し販売が始まっており，栗饅頭や栗焼酎など笠間のクリを利用した商品は33品（25社）

となっている。 

農業改革大綱 安全安心 儲かる農業 

課題名 専門技術指導員と普及・研究との連携によるプロジェクトチーム活動 

対象名 県下全域 

農業総合センター専門技術指導員室首席専門技術指導員 飯田幸彦 主任専門技術指導員 細谷和重            



分
野

課題名（実施年度） 実施機関　※ 体系化技術 直近の活用状況

直売施設における販売改善支援手法の開発実証（16～18） 研究独法
農研　常陸大宮　常陸
太田　筑西

農産物直売所販売改善プログラム利用マニュア
ル

全普及センターで運用

かんしょ「べにまさり」における高品質・良食味生産技術の開
発実証（16～19）

農研　園研　行方 「べにまさり」栽培面積 129ha
(H26）

ナシ新品種「あきづき」の高品質安定生産技術の開発実証
（17～20）

園研
土浦　筑西

あきづき生産技術 42ha（836ｔ）(H24）

ネギ産地のマーケティング強化（18～20） ﾎｼﾉｱｸﾞﾘｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研
究所
園研　坂東

名人ねぎ・艶々ねぎ・短葉性ネギ 26ha(H25）

米産地のマーケティング強化（18～20） 研究独法
農研　常陸大宮　常陸
太田

ブランド米「奥久慈の恵」 57ha(H26）

実需者のニーズに対応したトルコギキョウ周年生産技術の確
立（19～21）

研究独法　園研　土浦
常陸大宮　鉾田　結城

トルコギキョウ周年栽培技術 682千本（JA）(H25）

カンショ「ベニアズマ」の安定良食味出荷技術の確立（20～
22）

農研　行方 デンプン含量に応じた出荷技術 182ha(H25）

クリ産地のマーケティング強化(21～22） ﾎｼﾉｱｸﾞﾘｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研
究所
園研　笠間

貯蔵栗（「極み」ほか）・焼き栗
新商品開発販売

25社・33品(H23）

ブドウ産地における商品開発と産地ブランドの確立(21～
23）

園研　常陸太田 地域オリジナルブドウ品種「常陸青龍」 2.8ha(H25）

県西地域における１等米比率低下要因の解明と高品質米生
産技術の実証（22～24）

農研　筑西 岩瀬地区における高品質生産技術徹底による１
等米比率向上

65％（H22）→92％
（H24）

栗「ぽろたん」の生産・活用体制の確立(23～25） 研究独法
園研　工技セ　笠間

ぽろたんの他品種混入防止体制，安定栽培技
術
ぽろたんの加工技術

10.6ha(H25）

カンショにおける周年安定良食味出荷技術の確立（23～25） 農研　行方　鉾田 べにはるか早掘り栽培技術 136ha(H25）
175ha（H26）

ハナモモ栽培管理及び高品質促成技術の確立（24～26） 研究独法
園研　山間　常陸大宮
水戸　笠間

ブルーイング・開花ムラ対策としての促成処理室
の環境改善

３施設(H25）

常陸秋そばの高品質安定生産技術の確立（24～26） 研究独法
農研　坂東　筑西

湿害軽減技術導入によるタンパク質含量向上
技術
タンパク質含量測定とデータの利用

推進中

1法人(H25）
土づくりによるカンショ高生産技術の確立（26～28） 農研　行方　鉾田 A品率向上技術 取組中

表１　技術体系化チームの課題名と体系化技術の直近の活用状況
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 分
野

課題名（実施年度） 実施機関　※ 体系化技術 直近の活用状況

転換畑における麦・大豆の生産安定技術の開発実証
（16～18）

研究独法
農研　水戸　筑西

汎用不耕起播種機 新機種に移行

低コスト米生産を目指した直播栽培技術の開発実証（17
～19）

農研　稲敷　坂東　筑
西

不耕起・耕起乾田直播栽培
湛水直播栽培

103ha(H25）
136ha(H25）

麦・大豆の排水条件の改善による安定生産技術の確立
（19～21）

農研　筑西 籾殻充填暗渠と明渠を組み合わせた簡易暗
渠

籾殻充填補助暗渠
施工機１５台(H25）

水稲・麦類・大豆の不耕起機械化栽培体系の確立（20～
22）

研究独法
農研　稲敷　筑西

ディスク駆動型汎用不耕起播種機 13台・延べ186ha
(H25）

水稲鉄コーティング湛水直播技術の確立（25～27） 農研　常陸大宮　水戸
行方　土浦　稲敷　結
城　坂東

水稲鉄コーティング直播技術 133ha(H25）

畝立て同時播種等による麦・大豆の湿害回避技術の確
立・実証（25～27）

研究独法
農研　土浦　水戸　筑
西　結城

湿害回避技術 取組中

ピーマン栽培における環境にやさしい防除技術の開発
実証（16～19）

研究独法
鹿島　鉾田

土壌中「PMMoV」濃度診断技術 これに基づく新技術
に移行

ネギ・レタスの作付体系における適正な土壌管理技術の
開発実証（16～18）

園研　坂東 秋レタス減肥栽培技術 これに基づく新技術
に移行
27.1ha（80戸）(H25）

秋レタス栽培におけるチョウ目害虫の減化学農薬防除体
系の確立（20～22）

園研　結城　坂東 秋レタスにおける減化学農薬防除体系 新技術に移行

高品質高収量を保ちながら環境への負荷を軽減する施
肥技術の確立・普及（小美玉市ニラ産地）
(21～23）

園研　水戸 ニラの環境に優しい効率的施肥法 0.1ha（３戸）
(H25）

ナシ園における窒素減肥を目的とした豚ぷん堆肥施用
技術の開発・実証（22～24）

園研　土浦　筑西　結
城

豚ぷん堆肥基肥代替技術 1.7ha（13戸）(H25）

イチゴにおけるIPM（総合的病害虫管理）体系の確立（24
～26）

園研　鉾田　行方 IPM技術（天敵導入技術） 32ha（81戸）(H25）

粗飼料等確保技術の確立（18～20） 研究独法
畜セ　常陸大宮　筑西
結城

耕作放棄地での繁殖和牛放牧技術
水田等の省力草地化技術
肉用牛への飼料稲WCS給与技術

80ha(H25）
33ha(H25）
280ha相当(H25）

家畜への飼料用米給与技術の確立（23～25） 畜セ　12普及センター 肥育牛の飼料用米給与技術
肉豚の飼料用米給与技術

180ha相当（10戸）
３事例　(H25）

飼料用米ソフトグレインサイレージ調整・給与技術の確
立（26～28）

畜セ　常陸大宮　常陸
太田

ソフトグレインサイレージ調整・給与技術 取組中

※下線は普及センター，農研：農業研究所，園研：園芸研究所，山間：山間地帯特産指導所，鹿島：鹿島地帯特産指導所，畜セ：畜産センター,　工技セ：工業技術センター
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独法等の育成した果樹品種の活用では，土浦・筑西地域のナシ「あきづき」（42ha），笠間地域のクリ

「ぽろたん」（10.6ha），常陸太田地域の生産者が育成した地域オリジナルブドウ品種「常陸青龍」

（2.8ha）が普及・定着し，それぞれの産地ブランドとして一定の位置を占めている。 

〇省力・安定生産 

 省力化を図るため水稲のほかムギ，ダイズにも利用可能なディスク駆動型汎用不耕起播種機は 13

台，延べ186haに導入され，育苗作業を省略できる水稲直播栽培技術では，乾田直播が103haに，湛

水直播は水稲鉄コーティング技術の導入により136haに増加し，大規模経営体を中心に普及拡大が進

んでいる。 

〇環境負荷低減技術 

 天敵導入等によるイチゴIPM技術については開始２年目（平成26年度）で32ha（81戸）と順調な

普及拡大を続けている。一方，秋レタス，ニラおよびナシにおける土壌診断等に基づく減肥技術や豚

ぷん堆肥による代替技術は，それぞれ9.6ha，0.1ha，1.7haで利用されており，今後とも一層の普及・

拡大を図っていく。 

〇飼料用稲給与・放牧技術 

 耕作放棄地等を活用した繁殖和牛放牧は，県全体で約80haで取り組まれており，うち水田を活用し，

牧草や飼料稲を栽培した放牧は約33haで実施されている。一方，肉用牛における飼料用稲の利用では，

稲発酵粗飼料（成熟前の水稲を刈取り，稲体すべてをサイレージ化する技術）が 280ha，飼料用米は

180ha相当量が利用されている。また，肉用豚への飼料用米給与は78ha相当量が利用され，子豚への

給与も３戸で開始している。 

 

 以上のように，技術体系化チームで確立した技術は，新しく開発された技術に移行したものを除き，

すべてが現場に定着しており，専門技術指導員のもと，試験研究機関の研究員が現地に足を運び，普

及指導員とともに直接課題解決にあたることが，技術の定着・普及対して極めて有効であることが確

認された。 

 

（２）新品種育成普及促進チーム 

ア 取組状況 

 生物工学研究所で育成中の系統について諸特性や市場性等の評価を迅速に行い，品種特性や販売戦

略に応じた栽培技術の確立・普及を進めるために平成21年度に設置された。具体的には，生物工学研

究所で育成中の系統のうち，優良なものには「生研〇号」の系統名を付し，これらについて，専門技

術指導員と試験研究機関の研究員からなる「新品種育成チーム」で特性や市場性等を評価する（図１）。

その結果，実用性が高いと評価され

た生研系統には，「ひたち〇号」の系

統名を付し，普及指導員等を加えた

「新品種普及チーム」において各地

での適応性や市場性を詳細に評価す

ると同時に特性を活かした栽培技術

開発を進め，「新品種育成推進会議」

（総合センター主催）を経て品種登

録に至る。 

 

イ 現在までの成果 

〇水稲：「ふくまる」「一番星」 

 「ふくまる」（平成26年品種登録）

については，安定収量の確保

（600kg/10a），千粒重23.5ｇの大粒



生産，1 等米の確保をめざし，実証圃を基点とした栽培指導等を実施した結果，収量・品質目標をほ

ぼ達成し，平成26年の栽培面積は785ha（目標1200ha）に達している。 

 「一番星」（平成26年品種登録）は，鹿行・県南の県内早場米栽培地帯向け品種として，同様に実

証圃を活用した指導を進めた結果，平成26年の栽培面積は51.8ha（目標300ha）となった。縞葉枯病

抵抗性をもつことから県西部の本病発生地域向け品種としての利用も進めている。 

〇メロン：「イバラキング」 

 平成22年品種登録。上品な甘さをもち果実肥大性の優れた品種として，鉾田地域を中心に普及を図

った。目標は40haであるが，ネット形状を良好に保つための栽培管理方法を改善しつつ，栽培面積は

平成26年産で16.6haまで拡大した。さらに，品質向上のための生育時期別の水分・温度管理や適期

収穫を推進した結果，平成26年産は品質が向上し，産地では収量性や味の良さなど品種のメリットが

再認識された。 

〇イチゴ：「いばらキッス」 

 平成24年品種登録。形状や糖度と酸度のバランスに優れる品種として，県下全域に普及を図った。 

炭そ病の防除，苗の肥培管理，生育期の施肥・水分管理を中心に，現地巡回指導や生産者やJA等の担

当者を集めての現地研究会を開催し指導を進めた結果，栽培面積は平成 26～27 年産で 5.14ha（目標

70ha）となった。  

〇ナシ：「恵水」 

 平成23年品種登録。大果でみつ症発生の少ない品種として，栽培法の改善や適期収穫を推進中であ

る。目標面積は9haである。 

〇コギク：「常陸サマーレモン」他，品種登録9品種，出願公表3品種 

 ７月東京盆，８月旧盆，９月彼岸の各物日需要にあわせて出荷でき，花色も白色・赤色・黄色の各

色を揃えることを目標に品種の育成と普及を進めている。花き分野では，品種の変遷が早いことから，

育成の早い段階から生産者評価や市場評価を進め，その結果現在9品種が登録され，平成25年度の栽

培面積は合計で2.9haとなっている。 

 

 以上のように，系統選定の早い段階から，研究機関に専門技術指導員が加わりひたち系統を選定す

ること，また，選定したひたち系統については，県内での適応性を組織的に評価すると同時に，品種

に適した栽培法を確立するなどした結果，各品種の現地への定着が迅速に行われている。本県では，

本年度「いばらき農林水産物ブランディングビジョン」を策定し，「いばらき農産物ブランド化推進会

議」を設置したところである。今後は，各プロジェクトチームの活動をベースとし，オリジナル品種

を活用したの本県農産物のブランド化の推進を図る計画である。 

 

３ 効果 

 専門技術指導員をチーム長とするプロジェクト活動により，体系化技術や新品種の迅速な普及拡大

に加えて，研究側では，開発年限の短縮や生産現場により適合した技術・品種開発が図られ，試験研

究自体が効率化すると同時に，新たな試験研究課題の抽出も可能となっている。普及側では，専門技

術指導員・研究員が現場に出向くことにより，生産者には高度な技術指導が図れると同時に県の本気

度を示すことができる。また，若手普及指導員にとっては，研究員や専門技術指導員の指導を受ける

ことで，知識・技術の向上が図られている。 

 国では，普及活動を強化するために，平成26年度より，農業革新支援専門員（本県では専門技術指

導員が該当）が，地域の課題を解決する新しい地域農業モデルを形成するために必要な取組について，

関係する普及指導員や目標，関係機関との連携体制を明確にした「重点プロジェクトチーム計画」を

策定・実施することとしている。本県の二つのプロジェクトチームは，このさきがけとなる取組であ

ると思われる。 



（１）普及活動事例報告 
農業改革大綱 儲かる農業 

農林事務所課題  中山間地ならではの産地づくり 

課題名 
未来につなぐ魅力あるブドウ産地づくり 

 ～特色ある品種構成と高品質生産を目指して～（平成25年～27年） 

対象名 ＪＡ常陸 常陸太田ぶどう部会（部会員：58名、栽培面積：29.8ha） 

県北農林事務所 経営・普及部門 経営課 技師 鈴木 遼 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

常陸太田のブドウの歴史は昭和34年に始まり、市場出荷向けが中心であった。昭和43年からはブ

ドウ狩りや、直売所を設けての観光直売が始まった。現在では、産地生産量の約9割が直売されてい

る。普及センターでは、栽培が始まってから高品質安定生産を中心に支援してきた。 

こうした中、昭和 50 年代に一部の農家が、「巨峰」から黄緑色のぶどうをつくり、「青龍」と呼ば

れるようになった。一部のブドウ園の、しかも特定の時期しか買えない、「幻のブドウ」であった。 

平成10年、「幻のブドウ」を地域オリジナル品種として育てていくことの意思統一をした。平成16

年には品種登録となり、生産拡大のため、部会と共に苗木の増殖を行ってきた。常陸太田では、雨よ

け栽培などの施設化が進んでいたことから、施設栽培に向いている「常陸青龍」は、高品質な果実を

生産でき、生産が拡大してきた。平成21～23年には、技術体系化チームを結成し、関係機関が一丸と

なってブランド化に取り組んできた。現在、「常陸青龍」は、産地の顔、オンリーワンのブドウとして

直売経営の柱となっている。 

一方、常陸太田には、「常陸青龍」以外の産地課題も多い。特に、平成23年の東日本大震災をきっ

かけとして、「産地を今後どのようにしていくか」を真剣に考える必要が出てきた。普及センターでは、

ブドウ部会、ＪＡ及び常陸太田市に提案し、産地の将来をどうするかについて、産地自らが考え、解

決できるよう計画した。普及指導計画においては、消費者に喜ばれる産地づくりを目指して活動を展

開することにした。 

 

２ 普及活動の到達目標 

 ◎ 特色ある品種構成と高品質生産による消費者に魅力あるブドウ産地を目指す 

 

 ○ 産地の維持発展対策 

  ・ 産地維持発展対策の話し合いの場づくり    【未設置 → 設置】 

  ・ 販売力向上に向けた活動の推進（ＰＲ資材）  【未作成 → 作成】 

 ○ 消費者ニーズに対応した多品種栽培の推進 

  ・ 「常陸青龍」品質、生産安定化     【 優良果房割合（粒重14g以上） 6％ → 80％】 

                    【「常陸青龍」生産拡大  2ha → 5ha】 

  ・ 優良品種の生産者育種試行      【未試行 → 試行】 

○ 省力・安定生産技術の推進  

・ 省力技術の実証と普及拡大       【未導入 → 導入】 

・ イノシシ被害防止対策の普及      【未導入 → 導入】 

 

３ 活動内容と結果 

【平成18～24年度】＊平成22年度外部評価で発表 

ＪＡ茨城みずほ常陸太田ぶどう部会を対象に、地域オリジナル品種「常陸青龍」を中心としたブド

ウ産地の活性化を課題として普及活動に取り組んだ。活動内容は、①特色あるブドウ産地の育成、②



集客力アップによる販売力向上、③「常陸青龍」の栽培技術確立の3項目である。普及活動は、ＪＡ・

市・部会と密に連携を図り、さらに平成21～23年に技術体系化チーム（部会、ＪＡ、普及センター、

農業総合センター、園芸研究所）を結成することで、より効果的な活動を展開した。 

①特色あるブドウ産地の育成については、技術体系化チームの活動として「常陸青龍」の「強み」

「弱み」「今後の対応」について協議した。併せて、直売所における消費者動向調査を実施し、産地及

び「常陸青龍」のイメージ等を調査した。その結果、部会の中での「常陸青龍」の価値を再認識する

とともに、直売における消費者像を明確にすることができた。そして、「常陸青龍」ブランド化のため

にデザイン専門学校と連携して、商標デザインを検討し商標登録を行うとともに、「常陸青龍」出荷箱、

幟を作成し販売促進に活用できる資材を作製した。 

 ②集客力アップによる販売力向上については、新たな販路獲得と知名度向上を目的に都内百貨店で

「常陸青龍」の試験販売を行った。試験販売向けの生産目標を設定し品質向上プロジェクトとして、

生産者限定栽培講習会を開催した結果、より良いものを作りたいとの意欲が向上し、出荷数量・単価

ともに年々高くなり評価が高まった。また、産地情報の発信強化のため部会ホームページの充実を図

るとともに、接遇の専門家を招いての研修や直売所への個別指導を通し、直売所での消費者サービス

向上を図った。 

 ③「常陸青龍」の栽培技術確立 

 「常陸青龍」の高品質安定生産を目的に、種あり・種なし栽培の栽培指針をまとめ、栽培マニュア

ルダイジェスト版を作成した。これをもとに栽培講習会、個別巡回等で指導した結果、果実品評会に

おける優良果房割合が高まった。生産拡大については、接ぎ木講習会などで、接ぎ木の基本技術を確

認し、苗木の増殖を行っている。平成25年現在で、2.8ha（部会面積の約10％）まで普及している。 

【平成25～26年度】 

（１）取り組んだ課題 

これまでに取り組んできた「常陸青龍」のブランド化をさらに強固なものにすること。併せて、産

地全体の意向を調査することで、現状と将来の産地像を検討し、魅力あるブドウ産地づくりを目指す。 

 ア 産地の維持発展対策 

 イ 消費者ニーズに対応した多品種栽培の推進 

 ウ 省力・安定技術の実証と普及 

 

（２）活動内容 

ア 産地の維持発展対策 

 ① 産地の維持発展に関する話し合いの場づくり 

平成23年の東日本大震災の後から、「産地を今後どのようにすべきか」と考える部会役員が現れた。

このことから、関係機関担当者会議を開催し、産地の維持発展方策を話し合う場の設置を持ちかけた。

市役所でも、果樹産地の現況把握と将来方針策定の必要性を感じており、産地との思惑が一致した。

県内外の果樹産地計画策定の取組状況やメリット、役割分担について打ち合わせを繰り返した結果、

平成25年 10月に常陸太田市果樹産地協議会（市役所、ＪＡ、部会代表者、普及センター）が設立さ

れた。 

果樹産地協議会では、まず、産地全体の現況と将来方針を明らかににするためブドウ・ナシ・カキ

を生産する果樹農家全戸へ意向調査を行うことにした。普及センターでは意向調査票作成・集計分析・

調査結果報告を担い、意向調査票は各農家が5～10年後の経営ビジョンを描きやすいように現況と対

比して記載できるように工夫した。 

次に、意向調査結果を踏まえて、現況からの将来方針などの協議を重ね、平成 26 年 3 月に常陸太

田市果樹産地構造改革計画（以下、果樹産地計画）をまとめた。計画の概要は以下のとおりである。 

 

 



◎ 産地の目指すべき姿 

・担い手： 意欲ある担い手の経営が安定するとともに新たな取り組みや新規参入に、チャレンジ

しやすい果樹産地 

・生産面： 地域特性と消費者ニーズに沿った「高品質」「多品種」な果樹産地 

・販売面： 生産者の顔の見える「安全・安心」「おもてなし」による「直販」の果樹産地 

巨峰
75%

常陸青龍
9%

巨峰系
7%

欧州系
7%

加工
2%

巨峰
65%

常陸青龍
12%

巨峰系
9%

欧州系
11%

加工
3%

平成25年 平成30年

 
 ② 集客力アップによる販売向上支援 

 将来の消費者を増やす取り組みで、市内幼稚園児親子をブドウ狩りに招待した。その他、地域イベ

ントでの試食販売など販売促進活動などを支援して、また、お客様にブドウ産地の情報を、より分か

りやすく伝えるように果樹園情報誌の作成を支援した。その結果、消費者目線の情報誌が作成され、

来年度から販売促進活動に活用する予定である。 

 

イ 消費者ニーズに対応した多品種栽培の推進 

 ① 多品種栽培の推進 

直売所での、消費者の要望は、黒色の「巨峰」、黄緑色の「常陸青龍」、赤色の欧州系などの彩りの

良い詰め合わせである。また、それを反映して、果樹振興計画における調査でも、多品種栽培の意向

が高まっている。このことから、多品種栽培を推進するため、雨よけ栽培での実証ほを設置し、栽培

講習会を開催した。従来の講習会は、「巨峰」を中心に行っていたが、「常陸青龍」、欧州系を含めた栽

培技術の習得を目的とした。その後の個別巡回において、「シャインマスカット」などの欧州系につい

ての相談指導が増加した。これまでの「巨峰」中心の生産者が「シャインマスカット」「クインニーナ」

など、優良品種導入を増やしている。 

 

 ② 優良品種の生産者育種支援 

 「シャインマスカット」など優良品種が続々登場するなかで、オリジナル商品が「常陸青龍」のみ

の将来について、生産者や関係者から不安の声があった。部会役員会で「常陸青龍」に継ぐ看板商品

を準備する必要性を説明した結果、品種育成に関心の高い副部会長が生産者育種を行うことになった。

目指す品種としては、①「常陸青龍」を交配親とした果皮が赤色のブドウ、②雨よけ栽培でも安定生

産できる皮ごと食べやすい欧州系ブドウとした。今後、この生産者育種の輪が広がり、地域オリジナ

ル品種を検討し合える場になることを期待している。 

 

ウ 省力・安定生産技術の推進 

① 省力化技術の実証と普及 

 ブドウの管理作業は、６～７月の摘粒作業等に膨大な時間がかかる。このため、摘粒作業時間の削

減を目的に、植物成長調整剤利用による省力技術の実証と普及を図った。調査研究活動を通して技術

確認を行い、栽培講習会圃場等を実証圃として活動した。その結果、年々試行者が増加し、省力効果

としては無処理区と比べて約 10～30％の省力化が実証できた。しかし、樹体条件・環境条件により、

図 果樹産地計画に関わる意向調査結果【品種構成】 



不安定なところも多く、継続した検討が必要である。省力化への生産者の期待が強いので、継続した

検討を重ねることとしている。 

 ② イノシシ被害防止対策の実証と普及 

 近年、ブドウ圃場の土が掘り返され、根が損傷したり苗木が食い荒らされる被害が増えている。さ

らに、ブドウ果実の食害が増えてきた。エコ農業推進室が中心となり開催している猪塾も活用し、加

害獣種を特定するためセンサーカメラによる撮影を行った。イノシシが後脚で立ち上がり、ブドウを

食害している画像が得られイノシシの被害を特定した。部会総会にて被害実態を報告し、みんなで対

策の重要性を勉強する機会をつくった。イノシシ対策の防護柵を率先して導入する農家を支援し、被

害対策を考えている生産者向けに研修会を開催した。その結果、平成26年時点で約3.0ha（部会栽培

面積の約10％）のブドウ園が防護柵で囲われ、被害を回避することができた。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）安定生産対策：病害虫防除指導、雨よけ施設・かん水設備の推進、鳥獣害対策支援 

（２）担い手の確保・育成対策：部会の雰囲気醸成（部会内意向調査）、経営モデルの提示 

（３）オリジナル品種の検討：生産者育種支援、地域オリジナル品種検討の場づくり 

（４）加工商品づくりへの支援：加工研修会開催、個別加工技術支援 

 

５ 生産者や関係機関の声 

（１）常陸太田ブドウ部会部会員からは、「常陸太田市果樹産地構造改革計画の策定により、現況が良

く分かり、将来の方向性が明らかになり、とてもありがたい」との声があった。 

（２）省力技術実証農家からは、「労働力を分散できるので、継続して省力化技術を検討してゆきたい」

との声があった。 

（３）イノシシ防護柵設置農家からは、「イノシシによる被害が増えていたが、防護柵を設置すること

で被害を減らすことができた」との声があり、被害が見込まれる未設置の農家でも、今後設置す

る予定である。 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

・果樹産地計画策定により、産地の現況と将来方

針がより明確になり、普及活動の重点化が可能

となった。 

・ブドウを中心として、ナシ、カキ農家と連携し

地域一体となった取り組みに発展できる。 

・生産者育種など 10 年後を見すえた取り組みを

誘導することができた。 

・関係機関と連携し普及活動を進めた点。 

・経営モデルを提示し、担い手確保への部会対応 

をすすめる。 

・加工品の商品化の加速。 

 

 



 

農業改革大綱 儲かる農業 

農林事務所課題 儲かる農業の実現による経営の安定 

課題名 多様なニーズに応える米産地の育成（活動期間：平成23年～25年） 

対象名 

あずま米産地づくり推進協議会（ミルキークイーン143名、181ha）、西部地区

ミルキークイーン産地づくり推進協議会（81名、140ha）、中部地区米産地づ

くり推進協議会（ミルキークイーン11名、13ha）、ふくまる生産農家（20名、

18ha(JAのみ)）、萌えみのり生産農家（12名、22ha）、飼料用稲生産農家

（WCS137ha、飼料用米164ha） 

県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター地域普及第一課  専門員 福田弥生 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

稲敷市と河内町は耕地の 9 割以上を水田が占め、その面積は茨城県の水田面積の約 11％にのぼる。

栽培されている作物の8割以上を水稲が占め、基幹作物として位置づけられている。また、温暖な気

候を活かした早場米産地として知られ、「あきたこまち」が品種構成割合の約半数を占める。このほか、

早くから特別栽培米「ミルキークイーン」を導入するなど、他産地との差別化を図る米産地づくりを

積極的に行ってきた。 

 一方で稲作中心経営のため、米価変動の影響を受けやすく、産地の農業産出額にも大きな影響を与

えている。また、低湿な水田地帯であるため、水田フル活用をめざした麦･大豆等畑作物生産は条件的

に難しい地域が多い。 

 このような条件の中、普及センターでは稲作を軸とした様々な経営体の育成を行ってきた。現在、

稲敷市及び河内町の農業経営は、土地利用型大規模経営体、水稲＋野菜の複合経営体、水田維持兼業

経営体の３つに大きく分けることができる。いずれの経営体も、稲作が経営の中心であることが多く、

中心的経営体として位置づけられる認定農業者の経営類型も8割が稲作を基幹としていることから、

稲作の振興は必要不可欠である。 

 このような背景をもとに、①特別栽培米「ミルキークイーン」の課題である収量品質の安定と産地

維持、②米の早期需要に対応した安定栽培の確立、③実需者からの要望が多い業務需要米や水田フル

活用で急速に需要が伸びているWCS用稲・飼料用米の安定生産、④収益を確保できる水田農業経営の

確立といった4つを柱とした「多様なニーズに応える米産地の育成」という課題に取り組んだ。 

 

２ 普及活動の到達目標 

（１）特別栽培米の収量品質の安定と産地維持 

  ア 特別栽培米「ミルキークイーン」の収量安定(収量：取り組み前454kg/10a→目標500kg/10a)  

  イ 省力技術の導入（基肥一発型施肥技術導入戸数割合：取り組み前30%→目標50%） 

  ウ 販売量の維持（生産量：取り組み前1605t→目標1700t） 

（２）早期需要に対応した安定栽培の確立 

  ア 超早期収穫のための適期適正管理の徹底（8/20までの出荷量：取り組み前274t→目標300t） 

（３）業務需要米・WCS用稲・飼料用米の安定生産 

  ア 業務需要米の安定多収栽培技術の確立（収量：取り組み前510kg/10a→目標600kg/10a） 

イ WCS 用稲・飼料用米の安定多収栽培技術の確立（収量：WCS 用稲：取り組み前 2t/10a→目標

2.5t/10a、飼料用米：取り組み前409kg/10a→目標600kg/10a） 

（４）収益を確保できる水田農業経営の確立 

  ア 水田農業経営モデルの作成（目標：2モデル） 

 

 



３ 活動内容と結果 

（１）特別栽培米の収量品質の安定と産地維持 

  ア 特別栽培米「ミルキークイーン」の収量安定 

   平成10年度に部会を設立して栽培が行われてきた特別栽培米「ミルキークイーン」は、実需者

の要望に応えて取り組んできたが、収量が不安定という問題が浮かび上がってきた。200 名を超

える生産者の収量を安定させていくため、以下の活動を重点的に行った。 

  ①生育に応じた栽培管理の徹底 

   栽培管理作業のうち、重要である中干し時期、追肥時期、登熟期の合計3回、3地区でJAと連

携して作見会を実施した。地区毎に調査ほの生育状況を提供し、生育診断技術によって管理作業

を確認するよう指導した。 

   また、平成23年度は震災の影響で田植えが遅延した生産者が多かったため、作見会では茎数の

確保、適期追肥や病害虫防除について重点的に対策を指導し、対策を講じた生産者は収量･品質の

低下を軽減することができた。平成24年度においても、復旧の遅れている地区に対しては、遅植

え栽培の対策資料を作成し、市内回覧で周知した。 

  ②収量の低い生産者の重点的個別指導 

   特別栽培米「ミルキークイーン」の過去3年間の出荷データに基づき、JAと連携して収量の低

い生産者を18人リストアップし、聞き取りなどから問題と考えられた追肥時期について重点的な

個別指導を行った。  

   ①②の活動の結果、3年間で平均収量を約50kg/10a（取り組み前454kg/10a→目標500kg/10a）、

収量の低い生産者は平均で87kg/10a（平均収量：389kg/10a→476kg/10a）増収できた(表1)。 

  イ 省力技術の導入 

   特別栽培米「ミルキークイーン」

の施肥体系は基肥＋追肥となってい

るが、大規模化や高齢化により、一

発肥料の取り組み要望が多くなって

きた。そこで、メーカー、JAと連携

し、特別栽培に対応させた一発肥料

を試作したが、試作肥料は基肥＋追肥体系に比べて収量と千粒重が低く課題であった。生産され

た玄米の形状を分析した結果、幼穂形成期から登熟前半にかけての肥効を改善する必要があるこ

とがわかり、被覆肥料の改良を提案した。これを受けて、平成24年度から生育期後半に肥効が現

れる被覆肥料の割合を0.5%増やす改良を図った。このような綿密な調査の結果、一発肥料でも同

等の収量･千粒重を確保できるようになった。そこで、基肥＋追肥体系と一発肥料の調査ほの生育

データを示しながら作見会を実施し、生産者にほ場で生育に遜色がないことを直接確認してもら

うことで、導入者が増加した。 

   以上の活動の結果より、基肥一発型施肥技術の導入戸数割合は、3年間で30％から目標の約50％

とすることができ、高齢化・省力化に対する要望に対応することができた(表１)。 

  ウ 販売量の維持（目標：生産量1700t） 

   生産者、市、JAで構成されるあずま米産地づくり推進協議会は、特別栽培米「ミルキークイー

ン」の販売促進のため、大手量販店の消費者を対象に消費者交流会を年２回開催している(ただし、

平成23年度の田植祭は震災の影響で中止)。普及センターでは田植えと稲刈りの体験指導を担当

するほか、お米クイズや地元農産物で作った料理を提案し、交流方法の改善を図った。イベント

参加者のアンケート結果から、産地知名度の向上に一定の効果を上げていることがわかった。 

   しかし、生産量は3年間の目標としていた1700tからやや低い1570tとなった。生産面積と生

産量が減少した原因は、他産地でも低アミロース米の生産が増え、ミルキークイーンの需要量が

減少したことにある。 

表1  特別栽培米ミルキークイーンの収量等の推移

H22 H23 H24 H25

平均収量(kg/10a) 454 438 481 501

一発肥料導入戸数割合(%) 30 36 43 49

生産量(t) 1605 1440 1603 1570

生産者数(人) 255 234 256 222

生産面積(ha) 353 328 333 314



（２）早期需要に対応した安定栽培の確立 

  ア 超早期収穫のための適期適正管理の徹底 

   「あきたこまち」の超早期栽培管理で重要な時期（中干し、追肥、登熟期）に3回の作見会を

実施し、早期収穫に合わせた追肥、カメムシ等の虫害対策、適期収穫に重点を置いて指導した。

特に、この3年間は高温年が多く、成熟期が平年より前進化していたことから、刈り遅れによる

品質低下防止のため、普及情報や防災無線で適期収穫の呼びかけを実施した。また、作後に反省

会を行うことで、栽培を振り返り、作期を早めるための作業スケジュールの確認や育苗時の低温

対策、田植え後と幼穂形成期の低温に備えた水管理(保温対策)等の管理徹底を指導した。 

   以上の活動の結果より、8月20日までの「あきたこまち」の出荷量は目標300tを上回る320t

とすることができた。また、並行して「あきたこまち」より早く出荷できる県育成の有望品種「一

番星」の試験ほを設置して現地での適応性を検討し(新品種育成普及プロジェクトチーム活動)、

超早期収穫に適応できる品種として現地へ提案することができた。 

（３）業務需要米・飼料用稲の安定生産  

  ア 業務需要米の安定多収栽培技術の確立 

業務需要米として導入されている、「萌えみのり」などの調査ほや実需者と連携して商品性を

検討している「関東260号」の試験ほを設置して作見会を実施した。最も早くから取り組んでき

た「萌えみのり」は、生産者による収量のばらつきと白未熟粒の発生が問題であったことから、

作見会での全体指導のほか、収量の低い生産者には穂肥のタイミングと量を重点的に個別指導し

た。活動の結果、業務需要米「萌えみのり」の収量は 510kg/10a から目標としていた 600kg/10a

を上回る614kg/10aとすることができた(表2)。 

また、25年産より導入が始まった県育成新品種「ふくまる」についても、調査ほを活用した作

見会を実施した。高品質多収栽培マニュアルに沿った栽培指導を行うとともに作付けを推進した

結果、安定した収量･品質と栽培しやすい品種特性が理解され、26 年産の作付面積を大幅に伸ば

すことができた（H25：35ha→H26:151ha）。 

イ WCS用稲・飼料用米の安定多収栽培技術の確立 

   WCS 用稲生産農家とコントラク

ター対象の栽培講習会を実施し、

安定多収生産に向けての情報の共

有化を図った。また、地域農業再

生協議会と連携して、栽培暦や病

害虫防除チラシを配布し、収量向

上に向けた呼びかけを行った。 

   飼料用米は、基準反収の8割出荷できれば助成金が支給されることになっていたため、生産意

欲が低く、収量も低い状態であった。データ解析を行い、低収要因は無追肥や疎植栽培などであ

ったことを明らかにし、新たに栽培暦を作成・配布し、改善指導を行った。 

   以上の活動の結果、WCS 用稲の収量は 2t/10a から目標の 2.5t/10a を上回る 2.72t/10a とする

ことができた(表2)。飼料用米については、目標の600kg/10aを下回ったものの、収量を409kg/10a

から 531kg/10a へ向上させることができた(表 2)。今後、飼料用米は助成金が収量に応じた数量

払いになるため、さらなる収量向上に向けた技術指導を行っていく予定である。 

（４）収益を確保できる水田農業経営の確立 

  ア 水田農業経営モデルの作成（目標：2モデル） 

   地域で主となる経営類型の中から、大規模普通作経営と水稲＋秋冬ネギ経営の2事例について

経営調査を行い、収益を確保できるモデルの作成を行った。現存の施設設備と労働条件をベース

としながら所得を上げるための試算を行った結果、作業可能時間の範囲内で規模拡大を進め、農

業所得を大規模普通作経営で約7%、水稲＋秋冬ネギ経営で約2倍に向上させるモデルを作成する

表2　業務用米･WCS用稲・飼料用米の収量の推移

H22 H23 H24 H25

業務用米収量(kg/10a) 510 493 484 614

WCS用稲収量(t/10a) 2.00 2.35 2.19 2.72

飼料用米収量(kg/10a) － 409 483 531

業務用米は「萌えみのり」、WCS用稲は「クサホナミ」等、

飼料用米は「ゆめひたち」の結果を示した。
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ことができた。 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）技術的な課題と今後の対応 

3年間の活動の結果より、特別栽培米「ミルキークイーン」や超早期収穫「あきたこまち」、業務需

要米、飼料用イネの安定生産など、多様なニーズに応える米産地の育成については一定の成果を上げ

ることができた。 

特別栽培米「ミルキークイーン」や超早期収穫「あきたこまち」ついては、特長ある米づくりを維 

持するためにも、実需者や関係機関との連携を密にしながら、需要量の維持･向上に努めるとともに、

高品質米の生産を継続できるよう支援していく。 

 業務需要米については、実需者と結びついた契約栽培などの取り組みを推進し、実需ニーズに対応

した品質の米づくりを支援していく。 

 作付が急増している飼料用米等については、水田活用の直接支払交付金を最大限活用して所得を向 

上できるよう、さらなる多収栽培技術の指導を重点的 

に行っていく。 

（２）担い手と農地の課題と今後の対応 

3年間取り組んだ活動の結果と平成24年度 

に行われた「人･農地プラン」アンケートの結

果より、地域の担い手の意向は、現在の経営

を当面は維持していき、大きく変える意向が

ないことがわかった。この課題に取り組む以

前と同様に、水田作を継続したいという意向

は変わらず大きい(図）。 

後継者のいる担い手(見込み有りも含む)は 

地域の約6割であり、後継者のいない残り4割の担い手の農地は、地域の担い手へ集まっていくこと

が推測される。 

この結果を参考に関係機関と連携して地域の担い手を、大規模多角的法人経営、大規模普通作経営、

園芸作物との複合経営に分類し、その階層のめざす姿へと育成していく。 

 大規模多角的法人経営では、すでに平均50haを超える経営を行っているが、さらなる規模拡大を支

援するとともに、園芸作物との複合経営や六次産業化等による多角的経営を支援していく。 

 大規模普通作経営については、ある程度の機械施設を装備している5ha以上規模の生産者への農地

集積を支援することで、20ha以上規模の経営体への育成を図る。飼料用米等への取り組みを進めるこ

とで既存機械施設を効率的に活用し、地域水田の約半分をこの層で担えるようにしていく。 

 園芸作物との複合経営については、現在すでに取り組んでいる層に加え、現在普通作のみ5ha以下

の担い手層を積極的に誘導し、所得向上を図る。 

その他の新たな取り組みが難しい小規模層については、近隣の生産者との機械設備の共同利用を進

めることや担い手への農地集積を推進していき、地域の水田を荒らすことなく、地域の担い手で維持

していける方向をめざす。 

このため、担い手が効率的生産を行えるよう、平成 26 年度より始まった農地中間管理機構を通じ

た農地集積、米価下落に対応したコスト削減、規模拡大に向けた省力化技術の実証や組み立てを行う。

技術的な支援と併せて、これらの取り組みを推進していくための新たな経営モデルを提示していく。 

 

図 平成 24 年度人･農地プランアンケート結果(稲敷市･河内町） 



 

農業改革大綱 儲かる農業 

農林事務所課題 競争力の強い産地づくり（園芸経営） 

課題名 
地域に適したトマトの安定生産技術の確立 

  ～地域ぐるみでのトマト黄化葉巻病の総合防除対策～ 

対象名 ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会ほかトマト生産者 

県西農林事務所経営・普及部門（筑西地域農業改良普及センター） 

地域普及第二課 専門員 木村宏明 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

  茨城県筑西地域（筑西市・桜川市）はパイプハウスを利用した日本有数のこだまスイカの産地で

あるが、その後作として抑制トマトの栽培も盛んな地域である。平成 21～22 年度に各関係機関と

実施した経営実態調査によると、「こだまスイカ＋抑制トマト」体系の農家では所得の約 6 割をト

マトが占めており、基幹品目となっている。ＪＡ北つくばでは 10 年前に「東部とまと選果場」を

整備し、食味を重視した品種統一、完熟出荷、厳しい選果基準により、市場評価も高めてきた。し

かし、系統出荷率は約5割で、個人出荷者も多い産地である。 

  このような抑制トマトの大産地で、平成19年に難防除病害である「トマト黄化葉巻病」の発生が

確認された。当初の数年間は一部地域での発生に留まっていたが、平成 23 年に全国的に黄化葉巻

病が大発生し、当地域でも大打撃を受けた。本病はタバココナジラミが媒介するウイルス病で、本

虫は薬剤抵抗性が発達しているため薬剤のみの防除で発生を抑えることは困難である。また、地域

で家庭菜園として栽培されている露地トマトにも黄化葉巻病の発生が見受けられ、伝染源となりう

ることから地域ぐるみで総合的な防除に取り組む必要があった。 

  そこで、ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会（91名）を活動の中心として、個人出荷者や関係機

関、一般市民までも巻き込んだ地域ぐるみの総合防除対策の推進を図った。 

 

２ 普及活動の到達目標 

    （JA北つくば東部とまと選果場部会） 

  黄化葉巻病発生農家割合    (H23)  100％ →  (H26) 20％ 

  黄化葉巻病激発農家※        (H23) 30戸   → (H26) 0戸 

【※8月下旬（定植40～50日後）までに100本以上抜き取り処分した農家】 

  黄化葉巻病耐病性品種導入農家割合 (H23)  0％   → (H26) 60％ 

  ＪＡとまと選果場出荷量    (H23) 25万ケース → (H26) 33万ケース ［4kg/ケース］ 

                       

３ 活動内容と結果 

（１）トマト黄化葉巻病に関する正しい知識と防除対策の周知徹底 

 ア こだまスイカの既存組織を活用した関係機関との連携 

ＪＡ部会の他、任意組合や個人出荷者に至る様々な生産者に対して、本病の正しい知識と総

合的な防除について広く周知するため、既存のプラットホーム型組織である「こだまスイカ産

地活性化連絡協議会」（以下協議会）を活用し、平成 23 年度に「黄化葉巻病情報交換会議」を

開催して情報の共有を図った。参集者は協議会構成員であるＪＡ北つくば、ＫＥＫ協和施設園

芸協同組合、管内各市、県西共済組合、地元種苗店４社である。地元種苗店は個人出荷者など

系統外出荷者と結びつきが強く、情報の伝達や指導上の重要な役割を担っている。 

会議では各部会員および個人出荷者に対する学習会の開催を提案して内容について協議する

と共に、指導方針について合意形成を図った。 



イ 各関係機関と連携した「トマト黄化葉巻病学習会」の開催 

    情報交換会議では学習会の講

義内容について案を示し、各関

係機関に生産者への周知を依頼

した。 

    学習会の内容については事前

に農業総合センター専門技術指

導員室に支援を要請し、講義内

容を連携して分担すると共に、

対応策の推進について助言を受

けた。 

    平成23年 12月の学習会当日も受付や会場準備などを協議会

構成員で分担して行うとともに、ＪＡや種苗店職員の方にも受

講していただき、各自が今後の指導の参考になるよう配慮した。 

    以上のような協力体制の下、生産者200名（うち個人出荷者

70名）を参集し、2時間を越えた内容にもかかわらず静聴して

もらうことができた。 

 

（２）具体的な総合防除の取り組み実践 

  発生当初から、既存の知見を活用しながら防除対策を推進してきた。しかしながら平成 23 年

の大発生を踏まえ、新たに取り組んでいくべき防除体系を実践していくため、有効と考えられる

対策について積極的に試験・実証ほを設置・調査し、得られたデータや写真を活用することを特

に意識して普及活動を行った。 

 ア 耕種的防除 

①耐病性品種の選定と導入 

    ＪＡ北つくば東部とまと選果場部

会生産技術委員会（技術課題を解決

するために設置）において試験の提

案等の支援指導を行い、特に、産地

に合った黄化葉巻病耐病性品種の選

定・導入を進めた。平成 24 年は 7

品種、25年は6品種、26年は5品種

について試作を行い、その中で最も

優れた品種が栽培されるようになり、

全体の83%まで導入された。 

    また、本部会以外にもＫＥＫ協和

施設園芸協同組合や各種苗店（協議

会メンバー）においても試作検討を進めていたが、１年でも早く産地全体に適した品種の導入

を普及させるため、平成 25 年度に開催した情報交換会議において各自が把握している各品種

の特性（収量品質、裂果程度など）について知見を出し合って情報交換を行い、導入の加速化

を図った。 

②ハウス周辺の除草等環境整備 

    学習会において、タバココナジラミの増殖源となりうるハウス周辺の雑草や自家菜園につい

て整備するよう呼びかけたところ、以前より除草を行い、菜園の作付けを見合わせる動きが見

られるようになった。 

品種の選定と導入の流れ 
（ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会生産技術委員会） 



③地域住民への家庭菜園トマト発病株抜き取り呼びかけ 

    平成23年の大発生の際、家庭菜園での発生も非常に多く、収穫を

中止しているにもかかわらずそのまま放置されている事例が目立ち、

伝染源となる可能性があった。そこで、地域でのウイルス保毒虫を

少しでも減らすためには地域住民の協力が必要と考え、家庭菜園で

の発病株抜き取り協力呼びかけチラシを65,000枚作成した。配布は

管内の各市の協力を得て、回覧板による全戸を対象に行った（平成

24 年 4～5 月）。また、管内のホームセンター、種苗店等 22 店舗に

は苗購入者へのチラシ配布を依頼した（普及センター職員で分担）。

配布後には普及センターへの問い合わせや診断依頼のほか、知り合

い農家へ問い合わせるなどの動きが見られた。 

 

 イ 物理的防除 

①モデル育苗ハウスの設置 

黄化葉巻病は感染時期が早いほど被害が著しく、育苗期に発生

した場合には収穫皆無となる可能性が極めて高い。そこで一部生

産者の協力の下、0.4mm 目合いネット等の物理的防除手段を組み

合わせたモデル育苗ハウス（右図）を実践してもらい、このハウ

スで得られた知見を基に資料を作成し、現地検討会での活用を図った。 

②本ぽへの黄色粘着ロールの利用 

    当地域ではこだまスイカの後作として抑制トマトが栽培されるため、間口4.5mのパイプハウ

スが主体であり、換気部分は側面のみである。このため、防除で有効とされる0.4mm目合い防

虫ネットを側面に展張するとハウス内が高温となり、着果不良につながることから利用できな

い。そこでネットの代わりにタバココナジラミが好む黄色粘着ロールを側面換気部に張り、発

病軽減効果を検討した。その結果、発病は見られるものの、発病程度や感染拡大を軽減するこ

とを示すことができ、現在普及している。 

③ＵＶ（紫外線）カットフィルムの育苗ハウスへの展張 

    ＵＶカットフィルムは以前から県内外の研究機関等で虫の飛び込みを軽減できることが実証

されている。しかし、目に見える効果が感じられないことから生産者の関心は低かった。そこ

で、実際にＵＶカットフィルムを導入していた生産者の協力を得て、黄色粘着板を利用してタ

バココナジラミのハウス内への飛び込み数を調査、ＵＶカットフィルムの有効性を確認し、そ

のデータを講習会等で示した。その結果、講習会終了後にＪＡが行った資材注文において、育

苗ハウス用のビニルをＵＶカットに変更する生産者が相次ぎ、現在は定着している。なお、本

ぽではこだまスイカでミツバチを使うため利用できない。 

 

 ウ 化学的防除 

育苗期後半の薬剤灌注による感染拡大抑制 

平成23年までの発病調査により、本病の感染始期は定植時前後と推定された。また、タバコ

コナジラミは薬剤抵抗性が発達していることから、新規薬剤の効果についても検討する必要が

あった。そこで育苗期後半に灌注処理できる新規登録薬剤について試験を行い、発病拡大抑制

効果が得られることを実証した。この結果、育苗期後半の「粒剤＋液剤灌注処理」が防除体系

に組み入れられるようになった。 

 

 エ 各地区での生産者自らによるコナジラミ類の発生予察 

   野外におけるコナジラミ類の発生消長を把握し、防除時期や間隔の参考とするため、普及セン



ターでは平成 24 年から黄色粘着板を利用した

発生予察の取り組みを開始した。このデータを

生産者に示し、広い範囲（地域差）・継続した調

査（年較差）の必要性をＪＡ選果場部会生産技

術委員会で投げかけたところ、生産者40名自ら

による広範囲な調査が平成 25 年から開始され

た。調査は6～9月の毎週月曜日に各自が行い、

ＪＡ担当者がデータを集約し、一覧表にまとめ

てコメントを付して毎週全部会員に情報提供さ

れている。 

 

（３）取り組みの成果 

   以上の総合的な取り組みにより、黄化葉巻病の発生農

家割合は平成23年:100%→26年:20%と減少し、激発農家

は23年:30戸→26年:1戸と、ほぼ見られなくなった。 

ＪＡ北つくば東部とまと選果場部会では耐病性品種

の導入も順調に進み、平成24年以降、生産量および販売

金額が徐々に回復してきている。大発生した平成23年と

比較して、26 年の出荷量は 147%、反収は 145%、販売額

は130%、また、１戸あたりの販売額も116%（約74万円増）となっている。 

    

４ 残された課題と今後の対応 

  黄化葉巻病による被害は以上のような総合的な取り組みにより軽減されてきてはいるものの、農

薬のみに頼らない総合的な防除対策については、今後も継続・発展させて取り組んでいくことが非

常に重要である。今後の課題と対応は以下のとおりである。 

・耐病性新品種の特性把握とより産地に合った品種選定、肥培管理による反収の向上 

・関係機関（研究所等）と連携した、媒介虫タバココナジラミに対する薬剤抵抗性把握 

・新規薬剤や各種資材の効果検討 

・発生拡大が懸念される新病害「トマト黄化病」対策 

 

５ 生産者や関係機関の声 

  生産者、ＪＡ、各種メーカー、普及センターそれぞれでしか出来ないことがある。特に普及セン

ターには専門技術の視点から、技術の実証とデータ化をすすめていただき、産地に新たな技術を拡

げてくれた。今後も産地と各機関が連携を取り合い、一体となって産地の発展を図っていきたい。 

   

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

・こだまスイカの協議会を活用することにより、

一般市民も含めた地域全体に、幅広い情報の提

供と共有化が図れた。 

・生産者を調査(予察)に巻き込み、「何とかして

ほしい」ではなく、「自分たちで何とかしよう」

という流れを作れた。 

・県内外の抑制トマト産地との情報交換および情

報の共有化 
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